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新年のご挨拶 
 

会長 山崎義晴 
 

 

新年明けましておめでとうございます。 

2020 年は新型コロナウイルス感染拡大のために、

変則例会で各委員会の事業計画も中止や変更に替

えざるをえなくなり、そんな中で、奉仕プロジェク

トの社会奉仕委員会を中心に、市内小学校・中学校

11 校に非接触型体温計を各校に６台ずつ計 66 台を

寄付することが出来ました。 

また、職業奉仕委員会のブラロータリーも、楽し

く市内散策をすることが出来ました。 

2021 年に入り、新型コロナウイルス感染拡大が強

まり、１日 6,000 人から 7,000 人の感染者が報告さ

れる事態になり、1 都 3 県に 2 度目の緊急事態宣言

が発令されました。 

 今後のクラブの活動として国立市民の皆様が笑

顔になるような事業を皆様と一緒に考えて実行し

たいと思っています。 

 クラブの会員の皆様も健康管理に注意して、コロ

ナに感染しないようにして下さい。1 日でも早く終

息してくれることを願っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新年参拝後の理事会メンバー 

 

 

 

日  時：令和３年１月１３日（水）  

会  場：例会場   

司  会 :ＳＡＡ             喜連紘子委員長 

開会点鐘                    山崎会長 

斉  唱：なし 

お客様の紹介              山崎会長 

 永見 理夫様 国立市長 

■ご挨拶 皆様明けましておめでとうございます。旧

年中は大変お世話になりました。無事再選を果たすこ

とが出来ました。現在はコロナ対策に追われていま

す。クリスマスを過ぎたあたりと、正月を過ぎてから

は高齢者の家庭内感染が莫大に増えました。保健所で

は濃厚接触者の把握ができない状態です。家庭内での

感染に気を付けてください。 

 ４月には駅舎が完成して１年、何とか市内に明るい

雰囲気が持ち込めないか予算編成に少しずつ持ち込ん

でいただいています。ワクチンの予防接種の準備も進

めています。今年を明るく良い年で過ごして、来年笑

い顔でお会いできるよう１年を過ごしたいと思ってお

ります。今以上にご支援賜りますよう、本年もよろし

くお願いいたします。 

会長報告                山崎会長 

■ロータリー財団より  

ベネファクター表彰 

   1,000 ドル寄付をされた 

北島正典会員に感謝状と 

ピンの贈呈 

幹事報告                 遠藤久幹事 

●1 月のロータリーレートは１ドル 104 円です 

●下期年会費の請求書をメールボックスに配布しまし

た。1 月末までにお振込みください。 

●地区第２回ロータリー財団セミナー 

 日時 ２月３日（水）10 時 30 分～WEB にて 

 出席 近藤ロータリー財団委員長 
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誕生月の北島正典会員 

●21-22 年度 補助金管理セミナー 

 日時 ２月３日（水）14 時～WEB にて 

 出席 本間会長エレクト・遠藤直孝副幹事 

クラブフォーラム 

理事会報告               山崎会長 

●国立市観光まちづくり協会より｢桜ライトアップ支

援金のお願い｣について 理事会に協会の三田友一理

事長と理事で事業委員長である北島和貴さんより直接

依頼を受け、クラブからは５万円の支援をすることに

いたしました。 

＊詳細は協会の理事である本間会員より説明 2017

年からの事業です。昨年までは都からの補助金で事業

を行っておりましたが、今年度も市民の方が楽しみに

している事業を継続するために、クラウドファンディ

ングにて資金を募集することになりました。ライトア

ップ成功のためにご協力をお願いいたします。 

●今後の例会の開催について ２月７日まで非常事態

宣言が出ていますが、２月も様子を見る必要があると

予想されるために２月まで例会場での開催は行いませ

ん。お食事のチケット無し。次回は 3/3 の予定です。 

●横断幕の撤去について 北島清高広報委員長より 

 今月末に有志にて撤去をいたします。皆様ご了承く

ださい。 

●会員記念日紹介       山岡親睦活動委員長 

１月のお祝い           

会員誕生月 

小澤孝造会員（23 日） 

高柳栄造会員（14 日） 

北島正典会員（２日） 

夫人誕生月        

高柳栄造会員夫人・里子様 

ニコニコＢＯＸ         矢澤親睦活動副委員長 

●山崎会長 新年明けましておめでとうございます。

新型コロナウイルスが感染拡大しています。感染しな

いように健康管理に注意してください。今月誕生日月

の北島さんおめでとうございます。 

●遠藤久幹事 新年を向かえ皆さんにお会いできてと

ても嬉しく思います。つぎの例会をいつできるかわか

りませんが、もうひと踏ん張りがんばりましょう。 

●小澤孝造会員 本年も宜しくお願い致します。又、

誕生祝いありがとう。おかげ様で 86 才になりました。 

●時田会員 明けましておめでとうございます。コロ

ナに負けず頑張りましょう。 

●関重寿会員 皆様新年明けましておめでとうござい

ます。今年もよろしくお願い致します。 

●村上会員 本年も宜しくお願い致します。コロナに

負けず、良い年にしましょう！ 

●秋廣会員 新年明けましておめでとうございます。

今年も宜しくお願いします。昨年は 12 月誕生祝い頂

き有難うございました。77 歳です。 

●小澤谷守会員 会長・幹事、大役もいよいよ折返し

ですね。あと半年、共にガンバリましょう！ 

●遠藤常臣会員 明けましておめでとうございます。

コロナの中大変ですが今年も宜しくお願いします。 

●本間会員 今年もよろしくお願いします。 

●青木会員・木島会員・秋山会員 あけましておめで

とうございます。昨年春以来予想もしていなかったコ

ロナ騒動の中での新春、いかがお過ごしでしたか。い

つ収まるかもわかりませんが「我が身だけは」の思い

でコロナ鉄槌に頑張りましょう。過信は禁物です!! 

●喜連紘子会員 新年おめでとうございます。本年も

宜しくお願い申し上げます。 

●佐伯会員 明けましておめでとうございます。コロ

ナに負けず今年も行きましょう。もうすぐ 97 才にな

る母も正月を超え元気でいてくれてホッとしています。

皆々様にとりよいお年となりますように！ 

●小澤崇文会員 おめでとうございます。本年も宜し

くお願いします。寒い中、どんど焼きお疲れ様でした。 

●北島正典会員 明けましておめでとうございます。

どんど焼きも無事終り社会奉仕委員会の皆様ごくろう

さまでした。初例会に当り今年が良い年である事を祈

念し大ニコします。(合わせて誕生日お祝いありがとう

ございます) 

●伊藤会員・川向会員・矢澤会員・山岡会員 今年も

笑顔で頑張ります。 

●北島清高会員 新年明けましておめでとうございま

す。今年も宜しくお願い致します。 

●鈴木会員 あけましておめでとうございます。今年

も宜しくお願いします。 

●本多会員 新年おめでとうございます。昨年の 12 月

31 日に娘より重大発表があり 1 月 10 日に 2 人で挨拶

に来ました。とても嬉しい新年のスタートとなりまし

た。(知らなかったのはオヤジだけでした) 

●井田会員 新年明けましておめでとうございます。

コロナ禍つづきますが、健康で元気にがんばっていき

ましょう。 

＊ニコニコ BOX 合計 121,000 円 累計 661,000 円 

出席報告           二階堂出席奨励委員長 

  １月１３日 在籍４５名中 出席３６名    

閉会点鐘                  山崎会長 
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お知らせ    2021 年 2 月９日配信 

＊ＲＩより 国際大会について 

6 月に開催のロータリー国際大会は、オンライン（バ

ーチャル）開催へと変更になりました。 

 

＊地区より ガバナーノミニー・デジグネート確定宣言  

国際ロータリー細則 12.030.10.に照らし、「東京三

鷹ロータリークラブの宮崎 陽市郎君」が国際ロー

タリー第 2750 地区 2023-24 年度ガバナーに就任す

るガバナーノミニー・デジグネートとして確定した

ことを宣言いたします。 

 

＊地区より 地区大会について 

5 月 26 日（水）27 日（木）の両日を予定していまし

たが、台北国際大会の変更など新型コロナウイルス

にかかる昨今の事情に鑑み、5 月 26 日（水）一日の

開催とし、本会議の規模を縮小するとともに、オン

ラインでの参加を可能にします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、お飾

り等を燃やすのみとなりました。公園内には実行委員

しか入れないため、移動例会も行いませんでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 月 10 日に社会奉仕委員がお飾りの整理をしました。 

 

 

 

 

ランドセルカバーの寄贈 

2021 年 2 月 16 日（火）  

今年度も、国立市教育委員会へ新 1 年生用の 

ランドセルカバーの寄贈を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

右から：是松教育長・山崎会長・岡本理事 

撮影：伊藤社会奉仕委員長    



- 4 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西野真木（にしのまさき）氏 

国立市出身の JAXA（宇宙航空研究開発機構）宇

宙科学研究所宇宙航空プロジェクト研究員です。 

西野さんの研究分野は超高層物理学で研究対象

は太陽風、月プラズマ科学、波動粒子相互作用など

です。月観測衛星「かぐや」の成果などを踏まえて、

わかりやすく卓話にしていただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

先月月探査衛星「かぐや」の卓話をいただいた 

西野真木さんのピアニストとしての演奏です。 

大和市文化芸術ホールでの演奏です。 

①2017 年 1 月   

シューベルト即興曲作品 90 第３番変ト長調  

②2018 年 1 月  

ブラームス間奏曲集作品 117より第 1番変ホ長調  

③2020 年 1 月  

シューマン 12-5 幻想小曲集「夜に」  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2465 回例会報告   2021 年１月 20 日(水)卓話 動画配信（一部抜粋） 

回例会報告 

第 2466 回例会報告   2021 年 2 月 17 日(水)卓話 動画配信（一部抜粋） 

回例会報告 


